太平洋クラブ

2019年夏季特約料金表

ご予約は直接、各コースエントリーデスクにて承ります。その際は特約企業の旨をお伝え下さい。
料金は全て税込料金です。全料金にはジュニア育成協力金50円が含まれております。
※お盆期間料金は別紙をご覧下さい。

御殿場ウエスト
【エントリーデスク

キャディ付

1Rキャディ付(4B)プレー料金

0550-89-9321】
規定料金

7月1日（月）～9月30日（月）

●月曜セルフデー

別途記載のない場合はランチ別

特約料金

平日

¥19,590 ¥17,090

土日祝

¥29,090 ¥25,090

（毎週月曜）※祝日を除く

¥13,550 朝食（トースト＆コーヒー）、ランチ付

■1Rセルフ(4B)プレー料金

●レディスデー

（毎週火曜）※祝日を除く

¥16,590 ランチ付

■1Rキャディ付(4B)プレー料金

●シニアデー

（毎週金曜）※祝日を除く

※60歳以上

¥16,590 ランチ付

■1Rキャディ付(4B)プレー料金

●セレクトデー

（毎週月曜）※祝日を除く

■1Rセルフ(4B)プレー料金

相模コース

キャディ付/セルフ選択

【エントリーデスク

¥12,310

※キャディ付の場合(4B)\3,780増

1Rセルフ(4B)プレー料金 ※キャディ付の場合(4B)￥3,780増
別途記載のない場合はランチ別

0463-87-7766】
規定料金

7月1日（月）～7月15日（月）・
9月10日（火）～9月30日（月）

7月16日（火）～9月9日（月）

●特得セルフデー

コンペセット

平日

¥13,550 ¥11,950

¥12,950 ランチ付

土日祝

¥21,350 ¥17,550

¥18,550 ランチ付

平日

¥13,550

¥9,450

¥10,450 ランチ付

土日祝

¥21,350 ¥13,550

¥14,550 ランチ付

7月1日： ¥10,450 ランチ・セルフソフトドリンク付

■1Rセルフ(4B)プレー料金

●セルフデー

特約料金

9月30日： ¥10,950 ランチ・セルフソフトドリンク付

7月8日・22日・29日、8月5日・19日・26日、9月2日・9日：

■1Rセルフ(4B)プレー料金

●スペシャルデー
■1Rセルフ(4B)プレー料金

●感謝デー

¥10,750 ランチ・セルフソフトドリンク付
7月15日： ¥14,550 ランチ付
9月16日： ¥14,950 ランチ付
9月26日・27日： ¥11,650 ランチ付

■1Rセルフ(4B)プレー料金

●サマーサンクスデー

7月30日～8月2日・8月27日～30日：

■1Rセルフ(4B)プレー料金
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¥9,950 ランチ付

成田コース

キャディ付

【エントリーデスク

1Rキャディ付(4B)プレー料金

0476-35-8855】
規定料金

7月1日（月）～7月31日（水）

8月1日（木）～8月31日（土）

¥17,590 ¥15,090

土日祝

¥29,790 ¥24,550
特約料金

平日

¥17,590 ¥15,090

土日祝

¥29,790 ¥21,050
規定料金

9月1日（日）～9月30日（月）

特約料金

平日

規定料金

●セレクトデー

別途記載のない場合はランチ別

特約料金

平日

¥17,590 ¥16,050

土日祝

¥29,790 ¥26,050

7月・9月： ¥11,050

（毎週月・火曜）※祝日を除く

■1Rセルフ(4B)プレー料金

8月： ¥9,950

4品限定ランチ付

※キャディ付の場合（4B)￥3,780増

●特別セレクトデ―

7月29日・30日： ¥9,950

■1Rセルフ(4B)プレー料金

4品限定ランチ付

※キャディ付の場合（4B)￥3,780増
7月： ¥15,090

●ハッピーフライデー（7月・9月の毎週金曜）

9月： ¥16,050

ランチ付

■1Rキャディ(4B)プレー料金

●ファミリー感謝デー

7月14日・15日、9月16日・23日： ¥22,050

■1Rキャディ付(4B)プレー料金

市原コース
【エントリーデスク

キャディ付/セルフ選択

1Rセルフ(4B)プレー料金 ※キャディ付の場合(4B)￥3,780増
別途記載のない場合はランチ別

0436-88-4891】
規定料金

7月1日（月）～7月31日（水）

¥11,050

土日祝

¥25,050 ¥17,850
規定料金

8月1日（木）～8月31日（土）

●月曜セルフデー
（毎週月曜日）※祝日を除く
■1Rセルフ(4B)プレー料金
●感謝デー
■1Rセルフ(4B)プレー料金

¥9,850

特約料金

平日

¥11,050

土日祝

¥25,050 ¥15,850
規定料金

9月1日（日）～9月30日（月）

特約料金

平日

¥8,950

特約料金

平日

¥11,050 ¥10,850

土日祝

¥25,050 ¥18,850

7月1日・8日・22日・29日

¥9,550 限定ランチ付

8月5日・19日・26日

¥9,250 限定ランチ付

9月2日・9日・30日 ¥10,550 限定ランチ付
7月15日(祝) ¥16,850 ランチ付
9月16日(祝)・9月23日(祝) ¥17,850 ランチ付
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江南コース
【エントリーデスク

キャディ付

1Rキャディ付(4B)プレー料金

別途記載のない場合はランチ別

0476-35-8855】
特約料金

7月1日（月）～7月31日（水）
9月1日（日）～9月13日（金）

8月1日（木）～8月31日（土）

平日

¥22,590 ¥19,190

土祝

¥32,590 ¥27,190

平日

¥22,590 ¥19,190

土祝

¥32,590 ¥25,190

●スペシャルNew Style on Monday （毎週月曜日
■1Rセルフ(4B)プレー料金

高崎コース
【エントリーデスク

セルフ

※祝日を除く）
¥15,890 ランチ、1ドリンク付

1Rセルフ(4B)プレー料金

ランチバイキング付

027-385-5811】※1・2Bの場合、平日540円、土日祝2,160円増。
規定料金

7月1日（月）～7月31日（水）

8月1日（木）～9月6日（金）

平日
土日祝
平日
土日祝

¥8,280

¥5,380

¥14,980

¥8,880

¥8,280

¥5,380

¥14,980

¥8,380 ※9月7日(土)・8日(日)

¥8,280

¥5,480

¥14,980

¥9,480

●サンクスデー
(7月1日・31日、8月1日・30日、9月2日・30日)

¥5,080

9月9日（月）～9月30日（月）

平日

特約料金

土日祝

●毎週木曜レディスデー（8月1日・15日を除く）
女性にプチギフトをプレゼント

¥5,480
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¥8,880

佐野ヒルクレストコース
【エントリーデスク

キャディ付/セルフ選択

1Rセルフ(4B)プレー料金 ※キャディ付の場合(4B)￥3,780増
別途記載のない場合はランチ別

0283-62-8000】
規定料金

7月1日（月）～7月31日（水）
9月1日（日）～9月29日（日）

平日
土日祝

¥11,050

8月1日（木）～8月31日（土）

平日
土日祝

¥11,050

●月曜セルフデー

【エントリーデスク

¥9,950 限定ランチ
¥9,450 限定ランチ

¥9,550 ランチ付

1Rセルフ(4B)プレー料金 ※キャディ付の場合(4B)￥3,780増
別途記載のない場合はランチ別

0285-72-1311】
規定料金

7月1日（月）～7月31日（水）

平日

9月1日（日）～9月30日（月）

土日祝

¥8,800
¥18,050

規定料金

8月1日（木）～8月31日（土）

●月曜・火曜特別営業

¥8,950

¥22,050 ¥15,850

●スペシャルデー
1Rセルフ(4B)プレー料金
（7月2日・31日、8月1日・2日・30日、9月3日・27日）

キャディ付/セルフ選択

¥9,750

¥22,050 ¥17,350

（毎週月曜日）※祝日を除く
(7月1日・8日・22日・29日、9月2日・9日)
(8月19日・26日)

益子PGAコース

特約料金

平日
土日祝

¥8,800
¥18,050

特約料金
¥7,480 ランチ付
¥12,980
特約料金
¥7,480 ランチ付
¥11,980

コンペ料金
¥7,480 ランチ付
¥13,980 ランチ付
コンペ料金
¥7,480 ランチ付
¥12,980 ランチ付

¥7,480 ランチバイキング、ソフトドリンク付

（毎週月・火曜日）

※祝日、7/23、8/26・27、9/9・10を除く
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美野里コース
【エントリーデスク

キャディ付/セルフ選択

1Rセルフ(4B)プレー料金 ※キャディ付の場合(4B)￥3,780増
別途記載のない場合はランチ別

0299-49-1881】
特約料金

7月1日（月）～7月31日（水）

8月1日（木）～8月31日（土）

9月1日（日）～9月30日（月）

平日

¥14,050 ¥11,850

土日

¥25,250 ¥19,950

平日

¥14,050 ¥10,850

土日

¥25,250 ¥18,850

平日

¥14,050 ¥11,850

土日

¥25,250 ¥19,950

●スペシャルマンデー （毎週月曜日）※祝日を除く
■1Rセルフ(4B)プレー料金
7月・8月・9月 ¥10,850 5品限定ランチ付
●スペシャルホリデー
7月15日(月祝)、9月16日(月祝)・23日(月祝) ¥17,850
■1Rセルフ(4B)プレー料金

大洗シャーウッドコース
【エントリーデスク

セルフ

1Rセルフ(4B)プレー料金

029-264-7775】
規定料金

7月1日（月）～7月15日（月祝）
9月17日（火）～9月30日（月）

7月16日（火）～9月16日（月祝）

●ファミリー感謝デー

特約料金

平日

¥10,050

¥7,500

土日祝

¥18,950 ¥13,800

平日

¥10,050

土日祝

¥18,950 ¥11,980

¥7,150

7月15日 ¥12,800
9月23日 ¥11,980
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全日ランチバイキング付

六甲コース
【エントリーデスク

キャディ付

1Rキャディ付(4B)プレー料金

別途記載のない場合はランチ別

0794-72-1444】
規定料金

7月1日（月）～7月31日（水）

平日

¥17,930 ¥13,500

土日祝

¥29,930 ¥21,200
規定料金

8月1日（木）～8月31日（土）

特約料金

平日

¥17,930 ¥13,500

土日祝

¥29,930 ¥20,200
規定料金

9月1日（日）～9月30日（月）

特約料金

特約料金

平日

¥17,930 ¥14,700

土日祝

¥29,930 ¥23,200

●セレクトデー
毎週月・火曜日

※祝日を除く

■セルフ乗用カート1R（4B)プレー料金

7月～8月

※8月13日は除く ¥11,500
9月17日・24日 ¥12,900

※キャディ付の場合（4B)￥3,780増

●月曜セルフデー
■セルフ乗用カート1R（4B)プレー料金
9月2日・9日・30日

メンバー：￥8,690 ゲスト：￥11,700
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限定メニュー昼食付

有馬コース
【エントリーデスク

セルフ

1Rセルフ(4B)プレー料金
規定料金

7月1日（月）～9月6日（金）

平日
土日祝

¥8,410

9月7日（土）～9月30日（金）

【エントリーデスク

キャディ付/セルフ選択

平日
土日祝

特約料金

コンペ料金 （3組10名以上より）

¥8,990 ランチ付

¥9,490 ランチ付

¥18,310 ¥13,990 ランチ付

¥13,990 ランチ付

規定料金

宝塚コース

別途記載のない場合はランチ別

0794-72-2101】

¥8,410

特約料金

コンペ料金 （3組10名以上より）

¥9,590 ランチ付

¥9,990 ランチ付

¥18,310 ¥14,990 ランチ付

¥14,990 ランチ付

1Rセルフ(4B)プレー料金 ※キャディ付の場合(4B)￥3,780増
別途記載のない場合はランチ別

0797-91-1118】
規定料金

7月1日（月）～7月26日（金）

¥8,650

¥9,950 ランチ付

土日祝

¥21,650 ¥14,500

¥15,500 ランチ付

特約料金

平日

¥11,350

土日祝

¥21,650 ¥15,500 ランチ付
規定料金

9月9日（月）～9月27日（金）

コンペ料金 （3組10名以上より）

¥11,350

規定料金

7月27日（金）～9月8日（日）

特約料金

平日

¥9,650 ランチ付

特約料金

コンペ料金 （3組10名以上より）

平日

¥11,350

¥9,450

¥10,600 ランチ付

土日祝

¥21,650 ¥15,500

¥17,050 ランチ付

●サマースペシャルデー
7月29日～8月2日

¥9,500

7月1日(月)・8日(月)・22日(月)

¥9,500

■セルフ乗用カート1R（4B)プレー料金・ランチ付

●ご愛顧感謝デー
■セルフ乗用カート1R（4B)プレー料金・ランチ付

●優待デー
■セルフ乗用カート1R（4B)プレー料金・ランチ付

7月の毎週火・金曜(7月30日除く)

¥9,800

9月の毎週月・火・金曜(9/2・3・6・16・23除く)

¥9,980
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白河リゾート
【エントリーデスク

セルフ

1Rセルフ(4B)プレー料金

別途記載のない場合はランチ別

0248-85-2111】

宿泊パック内容：1泊（前泊・和室もしくは洋室2名様ご利用時）＋3食＋1Rプレー料金
※人数により料金が異なりますので詳しくはお問い合わせ下さい。
規定料金

7月1日（月）～7月5日（金）

平日
土日祝

¥7,800
¥11,100

特約料金
¥6,600 ランチ付
¥9,000

コンペ料金

宿泊パック

¥6,600 ランチ付

¥16,820

¥10,400 ランチ付

(土)￥20,620
(日)￥24,120

7月6日（土）～7月26日（金）

平日
土日祝

¥9,300

¥8,700 ランチ付

¥14,100 ¥11,500

¥8,700 ランチ付

¥18,920

¥13,000 ランチ付

(土)￥23,220
(日)￥26,720～

7月27日（土）～8月18日（日）

平日

¥11,100 ¥10,000 ランチ付

¥10,000 ランチ付

￥22,720～

土日祝

¥18,600 ¥14,600

¥16,100 ランチ付

(土)￥28,820～
(日)￥30,320～

8月19日（月）～9月1日（日）

平日
土日祝

¥9,300

¥8,700 ランチ付

¥14,100 ¥11,500

¥8,700 ランチ付

¥21,420

¥13,000 ランチ付

(土)￥25,720
(日)￥27,220～

9月2日（月）～9月23日（月）

平日
土日祝

¥7,800
¥11,100

¥7,700 ランチ付
¥9,700

¥7,700 ランチ付

¥17,920

¥11,100 ランチ付

(土)￥21,020
(日)￥30,320

9月24日（火）～9月30日（月）

平日
土日祝

¥7,800
¥11,100

¥6,600 ランチ付
¥9,000

¥6,600 ランチ付

¥16,820

¥10,400 ランチ付

(土)￥20,620
(日)￥24,120

札幌コース
【エントリーデスク

セルフ

1Rセルフ(4B)プレー料金

0133-66-4141（4月以降）

011-782-2227（3月末まで）】

規定料金

7月1日（月）～9月30日（月）

平日
土日祝

別途記載のない場合はランチ別

¥7,400

特約料金
¥6,900

¥12,200 ¥11,200

8 ページ

コンペ料金 コンペセット （3組9名以上）
¥6,400

¥8,000 ランチ+1D

¥10,400 ¥12,200 ランチ+1D

軽井沢リゾート

セルフ

【エントリーデスク

1Rセルフ(4B)プレー料金

別途記載のない場合はランチ別

0279-84-4111】

宿泊パック内容：1泊＋夕食＋朝食＋1Rプレー料金（昼食別）

※お部屋タイプにより料金が異なりますので詳しくはお問い合わせ下さい。

規定料金

特約料金

宿泊パック

平日

¥14,100

¥9,100

￥22,200～

土日祝

¥17,300

¥12,100

￥25,200～

7月6日（土）～7月12日（金）

平日

¥16,300

¥11,600

￥24,700～

9月9日（月）～9月27日（金）

土日祝

¥20,700

¥15,600

￥28,700～

7月13日（土）～7月31日（水）
8月31日（土）～9月8日（日）

平日

¥19,600

¥15,100

￥31,500～

土日祝

¥26,100

¥21,600

￥38,000～

平日

¥25,400

¥20,400

￥39,500～

土日祝

¥32,100

¥26,100

￥45,200～

平日

¥20,700 ¥16,100

￥35,200～

土日祝

¥27,100 ¥21,600

￥38,000～

7月1日（月）～7月5日（金）

8月1日（木）～8月18日（日）

8月19日（月）～8月30日（金）

●プライムタイム

7時台スタート限定。

後半のスタート時間(前半スタートの2時間20分後)を確保。

【7/13(土)・14(日)・20(土)～8/31(土)】

●早朝ゴルフ

ゲスト：上記料金+1,000円

0.5R早朝プレー。5組限定。

【7/6(土)・7(日)・13(土)・14(日)・20(土)・21(日)・27(土)・28(日)】

ゲスト：5,800円
ゲスト：7,800円

【8/1(木)～15(木)】

●ブラックアンガス牛Tボーンステーキランチ付プラン
【7/16(火)～19(金)】

ステーキは1名様ごとに1皿(500ｇ)

ゲスト：20,800円

【8/26(月)～30(金)】

ゲスト：21,800円

●レディースプラン 1組に女性が1名以上。 ランチ+お土産(オリジナルジャム2個)。
【9/10(火)・17(火)・24(火)】

●シニアプラン

1組に60歳以上の方が1名以上。
【9/12(木)・19(木)・26(木)】

●2組限定プレミアムカップルプラン

ゲスト：13,600円
ランチ+星野温泉トンボの湯入浴券(貸タオル付)。
ゲスト：13,600円

白樺コース限定

2組限定

デラックスツインルーム宿泊+ワインセラーカーブマリガンでスペシャルディナー+ソムリエ厳選ワイン+2サム保証プレー
【9/9(月)～27(金)の平日】

●オータムコンペプラン

ゲスト：38,300円

3組9名様以上。ランチまたはツアーステージボール1ダース付。

【8/31(土)～9/30(月)】

ゲスト：上記料金+1,000円
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